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マイナンバーについて
平成28年１月よりマイナンバーの利用が開始されました。本書の中
でも該当となる手続きについてはマイナンバーのわかるもの、身元
確認書類の提示が必要となるものがございます。また、今後マイナ
ンバーの利用により手続き等に必要となる書類が省略できる場合
がありますので、詳しくは各事業の問合せ先へ。

●マイナンバーのわかるもの
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票
の写しなど
●身元確認書類
1点で確認完了とする書類（有効期限内のものに限る）
個人番号カード、運転免許証、パスポート、その他官公署
が発行した写真付身元証明書など
2点で確認完了とする書類（有効期限内のものに限る）
健康保険・介護保険などの被保険者証、年金手帳、児童扶
養手当証書、公共料金の領収書など
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マイナンバーについて
平成28年１月よりマイナンバーの利用が開始されました。本書の中
でも該当となる手続きについてはマイナンバーのわかるもの、身元
確認書類の提示が必要となるものがございます。また、今後マイナ
ンバーの利用により手続き等に必要となる書類が省略できる場合
がありますので、詳しくは各事業の問合せ先へ。

●マイナンバーのわかるもの
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票
の写しなど
●身元確認書類
1点で確認完了とする書類（有効期限内のものに限る）
個人番号カード、運転免許証、パスポート、その他官公署
が発行した写真付身元証明書など
2点で確認完了とする書類（有効期限内のものに限る）
健康保険・介護保険などの被保険者証、年金手帳、児童扶
養手当証書、公共料金の領収書など
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